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 2013年はフォルトゥナにとって激
動の1年でした。ブンデスリーガ1
部残留を果たすことが出来なか
った一方、経営面ではクラブの負
債をすべて返済し、新たなスター
トを切った年でもありました。

 私の前任に当たるペーター・フリ
ムート元会長の下、フォルトゥナ
の過去10年間を支えてきた役員
会は、7年に渡りスポーツ分野の
すべてを一手に背負ってきた非
常に経験豊富で有能なヴォルフ・
ヴェルナースポーツ役員に代わ
り、新しくヘルムート・シュルテス
ポーツ役員を迎えることになりま
した。我々の目標は再び安定し
た流れに戻り、チームを浮上させ
ることで、そのためにクラブ全体
が結束していく必要があります。
シュルテ役員と、また同時に新

しく就任したローレンツ・ギュンタ
ー・ケストナー監督には、これか
ら始まる後半戦でチームを好転さ
せてくれることを願っています。

 一方、我々の中期的目標は、フ
ォルトゥナをブンデスリーガで安
定して戦っていく経済力の基盤を
作っていくことです。もちろん、1部
リーグへ上がっていくことも十分
難しいことですが、そこに留まっ
ていくことはより難しいことなので
す。そのためには今まで同様、安
定した経営を続けていくことが不
可欠となります。そしてそれはク
ラブ一丸となって取り組んでいく
ことでのみ、成し得ることと思って
います。

 私は2005年初めから監査役
会の一員としてフォルトゥナに従

事してきました。過去数年のフォ
ルトゥナの素晴らしい成長は、役
員会やクラブ職員、選手らチーム
関係者の功績によるものであり、
我々が今いる場所を考えると、彼
らの仕事に誇りを感じています。
私はクラブとしての更なる成長の
ために、これから出来るだけ多く
の人間と話し合いの場を持って
いき、クラブ全体が経済的にそし
て構造的に、更に発展していける
ような基盤を作り上げていこうと
思っています。
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Vorstellung des neuen Cheftrainers Lorenz-Günther Köstner
ケストナー新監督、始動。

 ブンデスリーガ1部2部36チーム
の監督の中で最も高齢のケスト
ナー監督(62歳)は、就任記者会
見にて、「(私のような)高齢な指
導者でも、近代的なトレーニング
を提供することは出来るし、それ
を毎日少しずつ証明していくこと
が、私にとっては大切だと思って
いる。」と意気込みを語った。

 また、現在のチームが非常に高
いポテンシャルを秘めていること
を認めながら、これまでの試合で
は不要なミスを多く犯したために

多くの試合で勝ち点を取りこぼし
てしまったことに言及。早急に修
正点を明確にし、後半戦再開に
向けてトレーニングを積んでいく
ことを強調した。

 ケストナー監督は早速、1月7日
に再始動したチームを率いて
ハードなトレーニングを行なう
など、精力的に改革に乗り出し
ている。怪我人を出さないよう
細心の注意を払いながら、ウ
ィンターカップ、スペインキャン
プでの４試合を含め、これまで

のテストマッチを徹底的に分析
し、ポジティブな批判をしなが
らチーム作りを進めている。ま
た長年ヴォルフスブルクU23チ
ームを率い、若手育成にも定
評のあるベテラン指揮官は、
積極的にU23チームの選手もト
ップチームに帯同させるなど、
チームの活性化を図っている。
後半戦は2月10日、アウェーの
1860ミュンヘン戦からスタート
する。ケストナー監督の手腕と
新生フォルトゥナの巻き返しに
期待が掛かる。

   11月いっぱいで解任となったマイク・ビュスケンス監督の後任として、若手選手育成に定評のあるロー
レンツ・ギュンター・ケストナー氏(62歳)が、フォルトゥナの新監督に就任することが決定した。契約は1年
半、一刻も早いチームの再建と、若手選手の育成に期待が掛かる。
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Neuer Vorstand Sport Helmut Schulte
シュルテ氏がフォルトゥナ新役員に。

HIGHLIGHTS

 シュルテ氏は会見の冒頭に、「ま
ず個人的に、フォルトゥナ・デュッセ
ルドルフというクラブが私を信頼し
てくれたことに心から感謝したい。
フォルトゥナはかつてのドイツチャ
ンピオンクラブであり、そんな伝統
のあるクラブで働くことが出来るこ
とをとても嬉しく、また非常に誇らし
く思う。」と感謝の意を述べると共
に、「私はフォルトゥナが素晴らし
い未来を持っていると確信してい
るし、そのための自分の役割を担
っていくつもりだ。決して簡単なこ
とではないが、出来る限りの可能

性を汲み取っていきたい。」と、就
任に向けて決意と目標を明確にし
た。
 ヴェルナー氏とシュルテ氏は1月
いっぱいオフィスを共有し、連携し
ながら作業を進めてきた。そしてす
べての責務の引き継ぎを完了し、2
月から完全にシュルテ氏にバトンタ
ッチをする形となったヴェルナー氏
は、「私がフォルトゥナに加入したと
きよりも今回のシュルテ氏の場合
の方が責務は大きく、そして難しい
ものだと思う。(私が就任した)当時
は、我々は3部リーグから1部を目

指していたわけだが、トップリーグ
に定着していくということは、それだ
け難しいことである。そのためには
安定した経済的な基盤を作る必要
があるが、それに適した選手を見
出していくことも不可欠となる。しか
しシュルテ氏は、そのチーム作りに
適任であると思っているし、彼がク
ラブをそういった方向へ導く能力を
持っていると確信している。」と、シ
ュルテ氏への信頼を強調した。「全
力で取り組みます！」と意気込みを
語ったシュルテ氏の新たな挑戦が
始まる。

   長年、フォルトゥナの再建に努めてきたヴォルフ・ヴェルナースポーツ役員の後任が決定した。昨年末ま
でオーストリアのラピット・ヴィーンにてスポーツディレクターを務めていたヘルムート・シュルテ氏。2014年1
月1日から正式にフォルトゥナファミリーの一員となったシュルテ新役員は、1月7日に行なわれた就任記者
会見で意気込みを語った。
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Erfolgreiche Tage für Tugrul Erat
救世主エラート。

 今季からフォルトゥナの指揮を
執ってきたマイク・ビュスケンス
監督だったが、16節終わって5勝
7敗4分と成績不振に陥っていた
チームは、順位も16位まで落とし
てしまっていた。これを受けてビ
ュスケンス監督の解任という苦渋
の選択を採ったフォルトゥナの役
員会は、オリバー・レックGKコー
チを代行監督に指名し、年内残り
3試合に挑むことを決定した。
  強敵カイザースラウテルンとの
アウェーでの対戦を前に、レック
代行監督はサプライズ采配を敢
行する。これまでトップチーム登
録ながら、U23チームでプレーを
続けていたMFトゥグルール・エラ
ートをスターティングメンバーに加
えたのだった。
 試合はカイザースラウテルンが
何度も好機を作るも、守護神GK
ファービアン・ギーファーを中心と
したディフェンス陣が必死の守り
を見せる。すると31分、FWエルヴ

ィン・ホッファーが一瞬の隙を突
いて、値千金の先制点を決める
ことに成功する。その後も攻勢に
出る相手に対し、堅守で対抗する
展開。そして時折鋭いカウンター
で反撃を試みるなど、集中力を切
らさなかったフォルトゥナが、90分
間をしっかりと戦い抜き、アウェー
での貴重な勝ち点3を獲得するこ
とに成功した。
 アウェー試合が続く厳しいスケ
ジュールの中、こちらも不振に苦
しむ18位コトブスとの対戦となっ
た18節。試合はまさかの失点で
幕を開けたが、前節決勝ゴール
を決めたホッファーが早い時間帯
に同点ゴールを決め、試合を振り
出しに戻す。後半に入ると、FW
チャーリーソン・ベンショップが、
エラートとのワンツーパスから豪
快に右足を振り抜き、勝ち越し
ゴールを決める。さらに84分、そ
のエラートが前線で相手DFから
ボールを奪い取ると、そのまま

持ち込んでダメ押しとなる3点目
を決め、試合を決定付ける。前節
トップチームデビューを果たし、こ
の日1得点1アシストというMVP級
の働きをした救世主エラートの活
躍により、フォルトゥナが見事に
アウェーで連勝を飾ることとなっ
た。

   今季からマイク・ビュスケンス監督が指揮を執ってきたフォルトゥナだったが、成績不振により16節終了後
に監督解任を決定。後任決定までオリバー・レックGKコーチを代行監督として戦うことになったチームは、背
水の陣で挑んだ1.FCカイザースラウテルン戦、FCエネルギー・コトブス戦で連勝を飾ることに成功した。
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Das Rheinderby gegen den 1.FC Köln
ラインダービー。

 レック代行監督の下、アウェーで2
連戦し、勝ち点6を獲得したフォルト
ゥナは、3試合ぶりにホームESPRIT
アリーナに戻っての試合。今季ブン
デスリーガ2部で最も安定した戦い
を見せ、首位を独走しているケルン
との対戦は、ドイツでも屈指の対戦
カードとして有名なラインダービー。
試合前にフォルトゥナサポーターエ
リアに見事なF95の文字が浮かび
上がり、伝統の一戦は最高の雰囲
気でキックオフを迎えた。
 試合は序盤、どちらのチームも決
定機を決めきれない展開に。しかし
29分、ケルンのウジャーに先制ゴー

ルを許すと、その9分後にはDFマレ
ツァス・ステリオスのミスからボール
を奪われ、相手FWパトリック・ヘル
メスに追加点を決められてしまう。
そして前半にゴールを奪えなかった
フォルトゥナは、2点のビハインドを
負ったまま、ハーフタイムを迎える
ことになってしまう。
 暗雲が立ち込めたラインダービー
だったが、後半は一転フォルトゥナ
が攻勢に出る。まず55分、ホッ
ファーが3戦連発となるヘディン
グゴールで反撃の狼煙を上げる
と、その8分後にはベンショップが
直接フリーキックを蹴り込み、一気

に試合を振り出しに戻すことに成功
する。
 残り20分を切り、伝統の一戦に相応
しい激戦となったラインダービーは、
その後も目まぐるしい攻防戦が続け
られたが、この均衡を破ったのは再び
ケルンのウジャー。フォルトゥナ陣内
でボールを奪うと、そのまま勝ち越し
ゴールを決められてしまう。フォルトゥ
ナも試合終了間際に、コーナーキック
からDFマーティン・ラトゥカがヘディン
グシュートを放つも、これは相手GKの
正面をつき、これで万事休す。52500
人が見守った激闘は、3-2でケルンが
勝利を収める結果となった。

   ホッファーの2戦連発やエラートの活躍により2連勝したフォルトゥナは、自信を取り戻して大一番1.FCケ
ルンとのラインダービーを迎えた。試合は前半に2点を先行したケルンに対し、後半に怒涛の反撃を見せ
たフォルトゥナが、一時は2-2に追いつく粘りを見せた。しかし最後はケルンFWアントニー・ウジャーに決勝
ゴールを許し、伝統の一戦はケルンに軍配が上がることとなった。



GEMEINSAM SIND WIR STARK



GEMEINSAM SIND WIR STARK



25 / TUGRUL ERAT
トゥグルール・エラート



11INTERVIEW

まずはブンデスリーガ2部でデビュー
を果たした感想は？
 試合の前日にレック代行監督に呼
ばれて、「明日スタメンで行くぞ！」っ
て言われて。とても嬉しかったし、そ
の日は早く眠りについたよ。試合当
日は直前まで緊張してたけどね、で
もピッチに立ったら問題なかったよ。
幸運なことに試合にも勝つことが出
来たし、最高のデビューになったね。

トップチームで2試合目となったコト
ブス戦で、早速ゴールを決めたわけ
だけど。
 今まではユースチームやU23チー
ムでプレーしてきたけど、ようやくチ
ャンスを掴むことが出来て、そして1
ゴール1アシストという結果を残すこ
とが出来た。まさにクリスマスと正月
が一緒に来たような気分だったよ。

2009年にフォルトゥナに加入してか
ら、どんな思いでこのチャンスを待っ
ていたのかな？
 フォルトゥナに加入した最初の2年
はユースチームでプレーしていたけ
ど、絶対にプロ選手になってやるっ
て思っていた。ようやく3年目にプロ

契約は出来たけど、その後にフォル
トゥナがブンデスリーガ1部昇格を果
たして。その結果、新しい選手たち
がたくさん加入したことで、U23チー
ムでプレーすることが続いたんだ。
でもそれから2年経ってようやく自分
にもチャンスが回ってきたね。

今はクラブ以外でもアゼルバイジャ
ンU21代表としてプレーしているよ
ね。
 代表チームでは国際試合が出来る
し、U23チームとはまたレベルが違う
しね。ブンデスリーガまでとはいかな
いけど、そういう環境でプレーする機
会があることはとてもポジティブなこ
とだよ。

後半戦に向けて、今のチームにとっ
て最も重要なことは？
 新しい監督と共に1つのチームにま
とまること。常に素晴らしいサポー
ターが応援してくれているし、何が
あっても自分たちに課せられたこと
をやり続けることかな。

サッカー選手としての将来的な目標
は？
 まずは怪我をしないようにすること。
そしてフォルトゥナで可能な限りピッ
チに立てるようにすること。それ以上
のことはまだ考えないように、とにか
く今に集中しているよ。

今までにU19チームやU23チームで
何人かの日本人選手とプレーをして
きたと思うけど、日本人選手につい
てどんな印象を持っている？
 日本人選手はみんな非常に好意
的だし、誰もがスピードや素晴らし
い技術を持っている印象だよ。今
はどのクラブも日本人選手を獲得
したいと思っているんじゃないか
な。でももしそういう選手がウチに
加入してくるなら、ライバルになる

かもしれないから気をつけないとい
けないね(笑)。

日本文化で知っていることは？日本
食レストランなどには行ったりする？
 正直あんまり詳しくはないんだ。日
本食もそんなに食べないけど、でも
デュッセルドルフにたくさんの日本
人が住んでいることは知っている
よ。

最後に日本人サポーターにメッセー
ジを。
 是非、これからもフォルトゥナの試
合を見に来てください。日本人はと
っても友好的ですし、皆さんが応援
に来てくれることを、チーム一同お
待ちしています。

 オリバー・レック代行監督によりU23からトップチームのスターティングメンバーに大抜擢されたトゥグルール・
エラート。その期待に応え、フォルトゥナの救世主となった彼に、今の自分について語ってもらった。

 ポジション：ミッドフィルダー

 背番号: 25
 生年月日: 1992年06月17日

 身長: 193 cm

 体重: 81 kg

 足のサイズ: 44

 国籍: トルコ / アゼルバイジャン

 加入年: 2009年

 出身地: ネッテタール

 現住地: ネッテタール

  Tugrul Erat 25

トゥグルール･エラート Tugrul Erat
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Bayer 04 Leverkusen gewinnt den Wintercup 
優勝はレヴァークーゼン。

  今大会はブンデスリーガ1部から
レヴァークーゼンに加え、ブラウン
シュヴァイクが参戦。また国外から
は、クロアチアの強豪ディナモ・ザグ
レブが出場した。各試合45分1本で
行なわれる変則トーナメント大会で
もあるウィンターカップは、ESPRIT
アリーナの屋根が閉じた状態で室
内は適温が保たれ、またピッチも新
しく張り替えられた状態で開催され
た。
 ホストクラブであるフォルトゥナは、
初戦はブラウンシュヴァイクと対戦、

試合はPK戦にもつれ込んだが、惜
しくも破れ、3位決定戦へ回ること
に。その後、レヴァークーゼンに敗
れたザグレブと3位を賭けた戦いに
挑んだが、この試合も0-1で敗れ、
昨年に続き4位で大会を終了した。
 決勝はブラウンシュヴァイクとレ
ヴァークーゼンの顔合わせに。序
盤、PKで決定機を掴んだブラウンシ
ュヴァイクだったが、これを失敗。さら
に30分にも好機を作ったが、これを
活かしきれないと、徐々にペースはレ
ヴァークーゼンへ。そして34分にレヴ
ァークーゼンが決勝ゴールを奪うと、
そのまま残り時間を守り切ることに成
功。その結果、タイトルはレヴァーク
ーゼンにもたらされることとなった。

  今年で第8回を数えたシュタットヴェルケデュッセルドルフ・ウィンターカップは、サミ・ヒーピア監督率いる
CL出場チーム、バイヤー04レヴァークーゼンが、初戦でクロアチアから参戦したディナモ・ザグレブを1-0で
退けると、決勝戦ではアイントラハト・ブランシュヴァイクにも1-0で勝利し、無失点で優勝を飾った。
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Fortuna im Elfmeterschießen glücklos
フォルトゥナは4位に。
 1月に就任したばかりのローレ
ンツ・ギュンター・ケストナー新監
督にとって、ESPRITアリーナでの
初試合となった1回戦の相手は、
今季から1部で戦うブラウンシュ
ヴァイク。DFレオン・バログンを慣
れない左サイドDFで試すも、ここ
から先制ゴールを許してしまう。し
かし途中投入されたFWアリスティ

デ・バンセが投入された1分後に
同点ゴールを決めて追いつきPK
戦へ。ところが全員が決めて迎え
たフォルトゥナの5人目DFマレツァ
ス・ステリオスの蹴ったボールは
ゴールポストに阻まれ、幸運に見
放されてしまった。
 ザグレブとの3位決定戦では、
初戦から3人の選手を入れ替え

たケストナー監督だったが、28分
に再び先制点を許す苦しい展開
に。そこでティム・ゴレイ、エレン・
タスキンの若いMF2人に加え、前
線にはFWエルヴィン・ホッファー
を投入したが、最後まで相手の
ゴールネットを揺らすことは出来
ず、残念ながら0-1の敗戦となっ
た。

ANZEIGE
OSTERTURNIER
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 ケストナー監督が就任以来、
チームとして徹底して行なってき
たのはディフェンスの強化。キャ
ンプ中も、まずは選手全員がディ
フェンスの意識を高め、失点を減
らすことが義務付けられた。また
その上で、シンプルで素早い攻
撃をすることをチームコンセプトし
て、集中的なトレーニングを行な
われた。
 キャンプ中に行なわれたテスト
マッチでは、フォルトゥナU23か

らトップチームへ昇格してきたエ
レン・タスキンのゴールもあり、
アリアンザ・リマ(ペルー1部)に
2-1で勝利。2戦目のオッド・グレ
ンランド(ノルウェー1部)戦はス
コアレスドローとなるも、怪我の
ために長期離脱していたMFア
ダム・ボツェックとDFハインリッ
ヒ・シュミットガル(写真左)が実
践復帰を果たすなど、後半戦に
向けて収穫のある充実したキャ
ンプとなった。

TRAININGSLAGER

Wintertrainingslager 2014 in Spanien
スペインキャンプ 2014
   ウィンターカップが行なわれた翌日、ケストナー監督率いるフォルトゥナトップチームは、スペインのキャン
プ地であるラ・マンガへ向けて飛び立った。温かいスペインの日差しの下、10日間に及ぶトレーニングキャ
ンプを行い、2回のテストマッチでは1勝1分という結果を残して、デュッセルドルフへの帰路についた。

 ジニッシャ・シュカ監督率いるブンデスリーガU19ウェスト所属のフ
ォルトゥナU19は、3月20日(木)にドイツ遠征中のジュビロ磐田U18
と親善試合を行なう。未来のプロ選手たちが激突するこの試合は、
パウル・ヤネス・シュターディオン(雨天の場合、変更あり)で行なわ
れ、キックオフは19時30分(入場料無料)。

試合情報
F95 U19 vs JUBILO IWATA U18

Am 20.03.14 um 19:30 K.O.
Paul-Janes-Stadion
Flinger Broich 87, 40235 Düsseldorf
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52. INTERNATIONALE U19 CHAMPIONS TROPHY 

WWW.U19-CUP.DE

DBシェンカーは、DB(ドイツ鉄道)グループの輸送・ロジスティクス部門を担う総合 物流企業です。 
日本では西濃シェンカー株式会社として１９６４年よりサービスを 提供しております。 

デュッセルドルフ支店・ジャパンディビジョンでは、カスタマーサービス、セールスにつきまして日本人スタッフが対応させていただいております。

Save tons
of .2CO  通関業務

 展示会/見本市
 海外引越

Schenker-Seino Co., Ltd.

DB Schenker is a part of the Transport and Logistics Division of Deutsche Bahn AG and providing integrated logistics services. 
Schenker-Seino Co., Ltd has been active in the Japanese market since 1964 and is your leading logistic partner. 

お問い合わせ, Branch Office Duesseldorf, Japan Division
Wanheimerstrasse 61, 40472 Duesseldorf, Germany, Phone +49 211 9074-346, Fax +49 211 9074-146 
japan-division.germany@dbschenker.com, www.dbschenker.com/de, www.schenker-seino.co.jp

 倉庫保管業務                                                                
 ドイツ及びヨーロッパ内陸上輸送
 国際プロジェクト

サービスのご案内
 航空貨物                                
 海上貨物                                
 ロジスティクス＆サプライチェーンマネジメント  

 Customs Clearance
 Fairs/Events
 Household Removals

 Warehouse and Inventory Management
 Land Transportation in Germany and Europe
 Project Services

Service Range:
 Air Freight
 Ocean Freight
 Contract Logistics/SCM
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